
令和元年５月２３日

近畿経済産業局

産業技術課

主たる研究開発等
の実施場所

特定研究開発等計画名
特定ものづくり
基盤技術の種類

申請者 法人番号 共同申請者① 法人番号 共同申請者② 法人番号

1 福井県 波長カットフィルムを用いた視覚補正カスタマイズレンズ製造技術の開発と実用化システムの構築 デザイン開発 株式会社ホプニック研究所 4210001013257

2 福井県 亜鉛製品へのノンシアン系銅めっき技術の開発 表面処理 株式会社ワカヤマ 4210001013406

3 福井県 高剛性と柔軟性を任意にカスタマイズ可能な日本初Ｔｉ-Ｎｉ合金ステントの開発 複合・新機能材料 株式会社ジャロック 9210001001562

4 福井県 高圧配管用継手の機械加工ラインにおける画像認識ＡＩ活用による内面バリ検査自動化システムの開発 測定計測 株式会社日本エー・エム・シー 9210001002619

5 滋賀県 チューブハウジングの衝撃吸収性能を向上させるプレス・レーザ溶接融合化技術の開発 精密加工 髙橋金属株式会社 9160001006765

6 滋賀県 夜間交通事故死亡者数低減に資する視認性に優れた前照灯用ＬＥＤ照明レンズを実現するＡＩ活用型ナノオーダー超微細形状創生技術の高度化 精密加工 ナルックス株式会社 2120001052522

7 滋賀県 世界一の超低ＮＯｘ・低ＣＯ２高運転効率を実現するＡＩ運転制御機能付ＳＤＧｓ達成小型蒸気ボイラ（スーパー１０ＪＡＦＩボイラ）の研究開発 製造環境 株式会社ヒラカワ 6120001069538

8 滋賀県 低濃度ＶＯＣ除去能を有する電子部品製造クリーンルーム用のケミカルフィルタの開発 製造環境 株式会社ユニックス 5160001009383

9 滋賀県 ガラス樹脂基板材料による多ピン・狭ピッチ半導体デバイス検査対応の高アスペクトスルホール形成技術の研究開発 接合・実装 株式会社ピーダブルビー 4160001013089

10 滋賀県 超純水ＵＦ膜ろ過用ＰＳＵ樹脂ケーシング成形技術の開発 立体造形 プラスチック株式会社 4160001010053

11 滋賀県 モデル開発と製品評価を直結する次世代電動車用台上モータドライブシステム評価環境の開発 機械制御 スマック株式会社 9120001104102

12 滋賀県 多段階断熱コントロール技術でリチウムイオン電池の安全性を高める革新的断熱材料の研究開発 複合・新機能材料 日光化成株式会社 6120001068523

13 滋賀県 細胞品質のリアルタイムモニ夕リングを実現する「細胞の見える化顕微鏡」の開発 バイオ 株式会社フロンティアファーマ 9160001007524

14 京都府 ＣＡＭ機能を搭載した小型で低価格な歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ冠切削加工機の研究開発 情報処理 株式会社プロト 5130001034054

15 京都府 並列化による高速画像処理及びＡＩを活用した液晶セル向け自動化異物検査装置の開発 情報処理 オオクマ・ソリューション関西株式会社 4130001056108

16 京都府 オーバーナイト透析時のいびき問題を解決する非接触いびき抑制技術の開発 情報処理 株式会社マリ 1370001042292

17 京都府 異形管・異形構造を作成できる立体フォトエッチング加工法の研究開発 精密加工 浦谷エンジニアリング株式会社 1130001028290

18 京都府 パワー半導体基板（ＳｉＣ・ＧａＮ等）薄肉加工に対する工程数削減と高能率加工技術の確立 精密加工 株式会社ミズホ 8120001047698

19 京都府 エッチングレス超高精細銅パターン作製技術の研究開発 表面処理 プロマティック株式会社 1160001014577

20 京都府 金属・セラミクス複合サブミクロンファインウェッジの研究開発 複合・新機能材料 イーセップ株式会社 3130001051910 東洋スクリーン工業株式会社 6150001007098

21 京都府 超高性能消臭･抗感染症フィルター開発 複合・新機能材料 大原パラヂウム化学株式会社 4130001002656

22 京都府 ステント血栓症リスクを低減した吸収性ステレオコンプレックスポリ乳酸（ｓｃＰＬＡ）Ｍｇ合金複合体薄型ステントの開発 複合・新機能材料 株式会社ビーエムジー 4130001011509

23 京都府 バイオ計測、ＩｏＴ、機械学習導入による高品質麹製造システムの実現 バイオ 株式会社菱六 8130001009607 黄桜株式会社 1130001014175

24 京都府 高効率に骨髄幹細胞採取が可能な安全かつ低侵襲ハイパーフォーマンス技術開発 バイオ マイクロニクス株式会社 7130001033087 株式会社トランセル 1010001191010

25 京都府 配向性ファイバ―足場で培養した神経細胞とこれを用いた薬の有効性と毒性を信頼性高く評価できる試験法の開発 バイオ 株式会社幹細胞&デバイス研究所 7130001053275

26 京都府 腸内細菌脂質代謝物のライブラリー化及び量産化開発 バイオ 日東薬品工業株式会社 3130001030344

27 京都府 生体の分子認識を応用したペプチドマイクロアレイによるバイオ検出システムの実用化開発 測定計測 株式会社ハイペップ研究所 9130001024134

28 京都府 ラマン分光技術を応用した歯科医療機器診断計測装置の研究開発 測定計測 株式会社ＳｈｉｎＳｅｉ 6130001039102

29 京都府 内視鏡用の超小型化を実現する超小型画像センサの開発 測定計測 株式会社Ｒｏｓｎｅｓ 1130001028431

30 京都府 人工知能（ＡＩ）を用いたスウェーデン式サウンディング試験（ＳＷＳ試験）による振動特性を利用した土質判別の技術開発 測定計測 株式会社ＪＦＤエンジニアリング 8120001136047

31 大阪府 計測機能付きＩｏＴ歩行器による歩行計測データを用いたリハビリテーションおよび自立支援システムの研究開発 情報処理 株式会社ピーティーエス 6140001031677

32 大阪府 ＡＩシミュレーション機能による先行特許情報を活用した製品開発支援および特許出願支援システムの研究開発 情報処理 中央システムサービス株式会社 3120001045434 　 　

33 大阪府 機械学習およびセンシング技術を応用したAI英語学習レコメンドシステムならびに汎用レコメンドシステムの開発 情報処理 株式会社大阪教育研究所 9120101001364

34 大阪府 超高速シミュレーション技術開発による鋳鋼３Ｄプリンタ砂型鋳造の納期超短縮と精度向上 情報処理 辰巳工業株式会社 4120901001246

35 大阪府 情報処理システムを組み込んだ自動制御排水処理システムの開発 情報処理 ディンク株式会社 2122001019360

36 大阪府 中小企業の生産性向上に資するＡＩを搭載した外観検査装置の研究・開発 情報処理 株式会社テクノタイヨー 5120101004461

37 大阪府 ガラスレンズ成形用ＣＶＤ-ＳｉＣ金型の高能率研削加工技術の開発 精密加工 株式会社新日本テック 2120001001974

38 大阪府 熱間鍛造の生産性を飛躍的に向上させる革新的耐熱合金金型の開発 精密加工 ハイテン工業株式会社 1120101031121

39 大阪府 最先端プラズマ・紫外線照射技術を併用したガス中のヒドロキシルラジカル生成プロセスを活用した制菌システムの開発 製造環境 誠南工業株式会社 1120001030999

40 大阪府 多層構造フレキシブル熱電モジュールによる超小型／高出力密度ＩｏＴ用自立電源の開発 接合・実装 株式会社Ｅサーモジェンテック 6130001050736

中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づく特定研究開発等計画の認定一覧（令和元年5月23日　近畿経済産業局　認定分）
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41 大阪府 熟練ＴＩＧ溶接工の特徴をＡＩを用いてＴＩＧ溶接ロボット開発 接合・実装 ノースヒルズ溶接工業株式会社 6122001029075

42 大阪府 ５Ｇ移動通信システムの実現に向けた低誘電率樹脂の直接接合技術の開発 接合・実装 株式会社電子技研 6120001102117

43 大阪府 厚み方向に含有成分が連続的に変化する被膜を形成できる溶射装置の研究開発 表面処理 株式会社セイワマシン 5120001145728

44 大阪府 実用性と安全性が大幅に改良された無機ナノハイブリッド光触媒塗料の開発 複合・新機能材料 水谷ペイント株式会社 8120001058613

45 大阪府 新型プレフィルドシリンジ　デバイスの研究開発とその充填製造ラインの試作開発 複合・新機能材料 株式会社モリモト医薬 7120901013726

46 大阪府 金属と樹脂との直接加圧溶着技術の高性能化と低コスト溶着装置開発 複合・新機能材料 睦月電機株式会社 5120001019015

47 大阪府 次世代核酸創薬開発を加速させるデリバリーナノ粒子の製造システムの確立 材料製造プロセス 株式会社ナノビヨンド 4120001215507

48 大阪府 植物性甘味料由来健康成分「モグロール」の大量生産技術の確立とその応用技術の開発 バイオ サラヤ株式会社 5120001009783

49 大阪府 うつ病、認知症、生活習慣病の未病回避を実現する、超早期血液検査技術の研究開発 バイオ 株式会社Ｅ－ＧＡＯ 2120901039395

50 大阪府 農産物の輸出に向けた長期品質保持を実現するカテキン・酸素水ナノミスト技術の開発 バイオ 株式会社プロテクティア 6120901018271

51 大阪府 呼吸機能測定技術並びに訓練支援技術の開発 測定計測 株式会社　若林精機工業 2120901026220

52 大阪府 細胞を損傷させない高精度、高速、小型分注器の開発 バイオ 株式会社アクアテック 4122001008989

53 兵庫県 社会インフラの充実を目指す「ＩＯＴ連動型Mg合金梯子の開発」 デザイン開発 特殊梯子製作所有限会社 1140002009033

54 兵庫県 行動解析による画期的な個人対応型ＡＩ見守りロボットの開発 情報処理 新生電子株式会社 3140001079793

55 兵庫県 製造装置の故障予兆を安価・軽量に検知する量子機械学習エッジコンピューティングの開発 情報処理 株式会社サニー技研 5140001078389

56 兵庫県 ＡＩを用いた診断根拠提示型細胞診断高度支援システムの研究開発 情報処理 株式会社ブレイン 6140001075856

57 兵庫県 直接接合法による高密度先端実装デバイス用一括自動接合技術の開発 接合・実装 アユミ工業株式会社 4140001057658

58 兵庫県 木材成分の高度利用による超高弾性ポリプロピレンの生産と薬剤回収技術開発 材料製造プロセス 関西化学機械製作株式会社 1140001048214

59 兵庫県 脳の神経炎症抑制作用を介した新規抗疲労効果を有する酒粕抽出物の開発 バイオ 大関株式会社 3140001068185

60 兵庫県 微細網構造と流路構造によりヒト組織／臓器細胞を培養～評価できる新規細胞培養デバイスの研究開発 バイオ 株式会社水田製作所 8140001035528

61 兵庫県 ７９ＧＨｚ普及型３Ｄプロファイルメータの研究開発 測定計測 株式会社ＷＡＤＥＣＯ 1140001051886

62 奈良県 寺社等を含む木造建築において伝統的外観を維持しつつ、耐震性・耐久性を飛躍的に向上させる柱と地面の結合方法の開発 接合・実装 株式会社瀧川寺社建築 1150001009405

63 奈良県 人工膝関節置換術における術後患者満足度向上のためにＡＩ連動型を目指した膝蓋大腿関節圧（ＰＦ圧）モニタリングシステムの開発 測定計測 株式会社フジフレックス 9150001016600

64 和歌山県 サーモグラフィカメラとＡＩによる画像解析・体温解析を用い、母牛の分娩監視及び子牛の健康管理を行うシステムの開発 情報処理 ノーリツプレシジョン株式会社 7170001011304

65 和歌山県 リサイクル炭素繊維を活用した高剛性ＣＦＲＰ遠心抄造法及び橋梁用CFRP補修工法の研究開発 複合・新機能材料 株式会社ワメンテクノ 4170001004277 京橋ブリッジ株式会社 7120001204762


